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ワイヤレスアクセスポイント（WAP）の設定 ワ
ークグループブリッジ 

目標
 

ワークグループブリッジ 機能はワークグループブリッジ モードと接続される Wireless
Local Area Network （LAN）間のトラフィックをとリモートクライアント ブリッジするこ
とをワイヤレスアクセスポイント（WAP）が可能にします。 リモートインターフェイスと
関連付けられる WAP デバイスはアクセス ポイント インターフェイスとして Wireless LAN
と関連付けられる WAP デバイスはインフラストラクチャ インターフェイスとして知られ
ているが、知られています。 ワークグループブリッジは有線接続を無線ネットワークに接
続してもらうただデバイスを可能にします。 ワークグループブリッジ モードは代替として
ワイヤレス配分 組織（WDS）機能が利用できないとき推奨されます。
 

 
注: 上記のトポロジーはサンプル ワークグループブリッジ モデルを説明します。 配線され
たデバイスはスイッチにつなぎ留められます、WAP の LAN インターフェイスに接続する。
WAP はインフラストラクチャ インターフェイスにアクセス ポイント インターフェイスと
して、接続します機能します。
 
この技術情報は 2 WAPs 間のワークグループブリッジを設定する方法を示すことを向けま
す。
  

適当なデバイス
 

WAP100 シリーズ



●

●

●

●

●

●

●

●

WAP300 シリーズ
WAP500 シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.0.17 — WAP571、WAP571E
1.0.1.7 — WAP150、WAP361
1.0.2.5 — WAP131、WAP351
1.0.6.5 — WAP121、WAP321
1.2.1.3 — WAP551、WAP561
1.3.0.3 — WAP371
  

設定 ワークグループブリッジ
 
インフラストラクチャ クライアントインターフェイス
 

ステップ 1. WAPand の Webベース ユーティリティへのログインは > ワークグループブリ
ッジ 『Wireless』 を選択 します。
 
注: メニューオプションは使用しているデバイスのモデルによって変わるかもしれません。
イメージは下記の WAP361 から特に明記しない限り撮られます。
 

WAP571 および WAP571E に関しては、> ブリッジ > ワークグループブリッジ モード 『
Wireless』 を選択 して下さい。



呼び出します。 イネーブル ワークグループブリッジ Mode チェックボックスをチェックし
て下さい。

注: クラスタ化することが WAP で有効に なる場合、ポップアップはワークグループブリッ
ジがはたらくことができるようにクラスタ処理を無効に するために知らせます。 [OK] をク
リックして、次に進みます。 クラスタ処理を無効に することは、一点セットアップをナビ
ゲーションペインから選択するためにそれからアクセス ポイント > ディセーブル一点セッ
トアップを選択します。

ステップ 3.ワークグループブリッジのための無線インターフェイスをクリックして下さい
。 ワークグループブリッジで 1 つの無線を設定するとき、他の無線は操作上に残ります。
無線インターフェイスは WAP の周波数帯域に対応します。 WAP は 2 つの異なる無線イン
ターフェイスでブロードキャストするために装備されています。 1 つの無線インターフェ
イスの設定を設定することは他に影響を与えません。 無線インターフェイス オプションは
WAP モデルによって変わるかもしれません。 WAPs は 2.4 GHz として一部に 2.4 GHz と
して無線 2 がある間、無線 1 を示します。

注: このステップはデュアル バンドの次の WAPs のためだけです: WAP131、WAP150、
WAP351、WAP361、WAP371、WAP561、WAP571、WAP571E。 この例に関しては、無
線 1 は選択されます。



ステップ 4.サービス セット ID（SSID）名前を SSID フィールドで入力するか、または隣接
のためにスキャンするためにフィールドの側の arrow ボタンをクリックして下さい。 これ
はデバイスとリモートクライアント間の接続として動作します。 インフラストラクチャ ク
ライアント SSID のための 2 から 32 文字を入力することができます。

注: 不正な AP 検知を有効にすることは重要です。 詳細を前述の機能を有効に する方法につ
いて学ぶためにここをクリックして下さい。 この例に関してはインフラストラクチャ クラ
イアントインターフェイスの SSID として WAP361_L1 を選択するために、arrow ボタンは
クリックされます。

ステップ 5 インフラストラクチャ クライアントインターフェイス エリアで、セキュリティ
ドロップダウン リストからのアップストリーム WAP デバイスのクライアント ステーショ
ンとして認証するためにセキュリティの種類を選択して下さい。 次のオプションがありま
す。

なし—またはセキュリティ開かないで下さい。 これはデフォルトです。 これが選択される場
合、ステップ 18 にスキップして下さい。

●

個人的な WPA —個人的な WPA は 8-63 文字 長さのキーをサポートできます。 WPA2 はよ
り強力な暗号化 規格があるので推奨されます。 設定するためにステップ 6 にスキップして下
さい。

●

WPA エンタープライズ— WPA エンタープライズは個人的な WPA より進められてで、認証
のための推奨されるセキュリティです。 それは Protected Extensible Authentication Protocol
（PEAP）および Transport Layer Security （TLS）を使用します。 設定するためにステップ
9 にスキップして下さい。 セキュリティのこの型はオフィス環境で頻繁に使用され、構成さ
れたサーバー リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス（RADIUS）を必要とします。
RADIUSサーバについて詳細を知るためにここをクリックして下さい。

●

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5057
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5057
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5067


注: この例では、個人的な WPA は選択されます。

ステップ 6. + クリックし、どの種類の WPA 暗号化をインフラストラクチャ クライアント
インターフェイスが使用するか判別するために WPA-TKIP または WPA2-AES チェックボ
ックスをチェックして下さい。

注: ワイヤレス機器 サポート WPA2 すべてが WPA2-AES に、インフラストラクチャ クラ
イアントのセキュリティを設定 したら。 暗号化の方法は WPA2 の WPA および高度暗号化
規格（AES）のための RC4 です。 WPA2 はより強力な暗号化 規格があるので推奨されま
す。 この例に関しては、WPA2-AES は使用されます。

保護された帯を持つために WAP に必要となってほしいかどうかステップ 6 の WPA2-AES
をチェックした場合ステップ 7. （オプションの）は管理 フレーム 保護（MFP）ドロップダ
ウン リストから、オプションを選択します。 詳細を MFP について学ぶために、ここをク
リックして下さい。 次のオプションがあります。

required — MFP のためのクライアントサポートを無効に します。●

可能—ネットワークに加入するために MFP をサポートしないクライアントおよび MFP 可能
を許可します。 これは WAP のデフォルト MFP 設定です。

●

required — クライアントは MFP がネゴシエートされるときだけ関連付けることができます
。 デバイスが MFP をサポートしない場合、ネットワークに加入することができません。

●

注: この例に関しては、可能選択されます。

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5302
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5302


ステップ 8. Key フィールドで WPA 暗号化キーを入力して下さい。 キーは長く 8-63 文字で
ある必要があります。 これは文字、数および特殊文字の組み合せです。 使用するのはパス
ワードです無線ネットワークにはじめて接続するとき。 それから、ステップ 18 にスキップ
して下さい。

ステップ 9： ステップ 5 のエンタープライズを『WPA』 を選択 した場合、EAP 方式のた
めの Radio ボタンをクリックして下さい。

利用可能 な オプションは次の通り定義されます:

PEAP — このプロトコルは AES 暗号化 規格をサポートする WAP 個々のユーザ名 および パ
スワードの下で各無線ユーザを与えます。 PEAP がパスワードによって基づくセキュリティ
方式であるので、Wi-Fi セキュリティはクライアントのデバイス クレデンシャルに基づいて
います。 PEAP は弱いパスワードか保護されていないクライアントがある場合深刻となる恐
れがあるセキュリティリスクを提起できます。 それは TLS に頼りますが、各クライアントの
デジタル証明書のインストールを避けます。 その代り、それはユーザ名 および パスワード
によって認証を提供します。

●

TLS — TLS は各ユーザがアクセスを認められる追加証明書を持つように要求します。 TLS
は追加サーバおよび必要なインフラストラクチャがネットワークにユーザを認証するある場
合セキュアです。

●



注: この例に関しては、PEAP は選択されます。

ステップ 10.ユーザ名 および パスワード フィールドでインフラストラクチャ クライアント
のためのユーザ名 および パスワードを入力して下さい。 インフラストラクチャ クライア
ントインターフェイスに接続するのに使用されているこれはログオン情報です; この情報を
見つけるためにインフラストラクチャ クライアントインターフェイスを参照して下さい。
それから、ステップ 18 にスキップして下さい。

ステップ 11： ステップ 9 の TLS をクリックした場合、識別およびプライベートキー フィ
ールドでインフラストラクチャ クライアントの識別およびプライベートキーを入力して下
さい。



ステップ 12： 転送方式 エリアで、次のオプションの Radio ボタンをクリックして下さい:

TFTP - トリビアル ファイル転送プロトコル（TFTP）はファイル転送プロトコル（FTP）の
簡単保護されていないバージョンです。 主にソフトウェアを配布するか、または社内ネット
ワーク間のデバイスを認証することを使用します。 TFTP をクリックした場合、ステップ
15 にスキップして下さい。

●

HTTP： ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）は認証フレームワークを提供するのにク
ライアントによって使用できる簡単なユーザ確認のための質問への応答 認証フレームワーク
を提供します。

●



注: 証明書ファイルが既に WAP にあっている場合、証明書ファイル現在および認証満了満
了日フィールドは関連情報で既に記入されます。 さもなければ、それらはブランクです。

HTTP

ステップ 13： 証明書ファイルを見つけ、選択するために『File』 を選択 ボタンをクリック
して下さい。 ファイルはファイル受け入れられません適切な証明書ファイル ファイル拡張
子が（.pem か .pfx のような）別の方法でなければなりません。

注: この例では、mini_httpd(2).pfx は選択されます。

ステップ 14： 『Certificate』 を選択 された ファイルをアップ ロードするために『
Upload』 をクリック して下さい。 ステップ 18 にスキップして下さい。



証明書ファイル現在および認証満了満了日フィールドは自動的にアップデートされます。

TFTP

ステップ 15： ステップ 12 の TFTP をクリックした場合、Filename フィールドで証明書フ
ァイルのファイル名を入力して下さい。

注: この例では、mini_httpd.pem は使用されます。



ステップ 16： TFTPサーバ IPv4 Address フィールドで TFTPサーバアドレスを入力して下
さい。

注: この例。 192.168.1.20 は TFTPサーバアドレスとして使用されます。

ステップ 17： 規定 された 証明書ファイルをアップ ロードするために Upload ボタンをク
リックして下さい。

証明書ファイル現在および認証満了満了日フィールドは自動的にアップデートされます。



ステップ 18： インフラストラクチャ クライアントインターフェイスのための VLAN ID を
入力して下さい。 デフォルトは 1 です。

注: この例に関しては、デフォルトVLAN ID は使用されます。

アクセス ポイント インターフェイス

ステップ 1： アクセス ポイント インターフェイスのブリッジを有効に するためにイネーブ
ル Status チェックボックスをチェックして下さい。



ステップ 2. SSID フィールドでアクセス ポイントのための SSID を入力して下さい。 SSID
長さは 2 から 32 文字の間にある必要があります。 デフォルトはアクセス ポイント SSID
です。

注: この例に関しては、使用される SSID は bridge_lobby です。

SSID をブロードキャストしたいと思わない場合ステップ 3. （オプションの）はイネーブル
 SSID ブロードキャスト チェックボックスのチェックを外します。 そうすることはワイヤ
レスアクセスポイントを捜すそれらへのアクセス ポイントを見えなくします; それは既に
SSID を知っている誰かによってにしか接続することができません。 SSID ブロードキャス
トはデフォルトで有効に なります。

ステップ 4.セキュリティ ドロップダウン リストからの WAP にダウンストリーム クライア
ント ステーションを認証するためにセキュリティの種類を選択して下さい。

利用可能 な オプションは次の通り定義されます:

なし—またはセキュリティ開かないで下さい。 これがデフォルト値です。 これを選択する場
合ステップ 10 にスキップして下さい。

●

個人的な WPA —個人的な Wi-Fi プロテクテッド アクセス（WPA）は 8 から 63 文字のキー●



を長くサポートできます。 暗号化の方法はブロック・チェーン Message Authentication
Code プロトコル（CCMP）の TKIP またはカウンター暗号モードです。 CCMP の WPA2 は
64 ビット RC4 規格だけ使用するより強力な暗号化 規格が、Temporal Key Integrity
Protocol（TKIP）と比較される高度暗号化規格（AES）あるので推奨されます。

ステップ 5 どの種類の WPA 暗号化をアクセス ポイント インターフェイスが使用するか判
別するために WPA-TKIP または WPA2-AES チェックボックスをチェックして下さい。 こ
れらはデフォルトで有効に なります。

注: ワイヤレス機器 サポート WPA2 すべてが WPA2-AES に、それからインフラストラクチ
ャ クライアントのセキュリティを設定 したら。 暗号化の方法は WPA2 の WPA および高度
暗号化規格（AES）のための RC4 です。 WPA2 はより強力な暗号化 規格があるので推奨
されます。 この例に関しては、WPA2-AES は使用されます。

ステップ 6. Key フィールドで共用 WPA 鍵を入力して下さい。 キーは長く 8-63 文字である
必要があり、英数字、大文字と小文字および特殊文字を含むことができます。

ステップ 7.ブロードキャスト キー リフレッシュ レート フィールドで比率を入力して下さ
い。 ブロードキャスト キー リフレッシュ レートはセキュリティキーがこのアクセス ポイ
ントに関連付けられるクライアントのためにリフレッシュされる間隔を規定 します。 比率
は機能を無効に して いて 0 という値が 0-86400 の間に、ある必要があります。 デフォル
トは 300 です。

ステップ 8.フィルタリングする MAC の種類を MAC フィルタリング ドロップダウン リス
トからのアクセス ポイント インターフェイスのために設定したいです選択して下さい。 有
効に されたとき、ユーザは許可されますまたは WAP への拒否されたアクセス権は使用す
るクライアントの MAC アドレスに基づいています。



利用可能 な オプションは次の通り定義されます:

無効—すべてのクライアントはアップストリーム ネットワークにアクセスできます。 これが
デフォルト値です。

●

ローカル—アップストリーム ネットワークにアクセスできるクライアントのセットはローカ
ルで定義された MAC アドレス リストで規定 される クライアントに制限 されます。

●

radius — アップストリーム ネットワークにアクセスできるクライアントのセットは
RADIUSサーバの MAC アドレス リストで規定 される クライアントに制限 されます。

●

注: この例に関しては、無効に される選択されます。

ステップ 9.アクセス ポイント インターフェイスのための VLAN ID フィールドで VLAN ID
を入力して下さい。

注: パケットのブリッジを許可するために、アクセス ポイント インターフェイスおよび配
線されたインターフェイスのための VLAN構成はインフラストラクチャ クライアントイン
ターフェイスのそれを一致する必要があります。

ステップ 10.変更を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。

今うまくワイヤレスアクセスポイントのワークグループブリッジを設定する必要があります
。
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